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７月 1 日、久留米市障害者基幹相談支援センターが４ヵ所に開設され、東部（社

会福祉法人ゆうかり学園）、南部（医療法人コミュノテ風と虹）、北部（ＮＰＯ法人

久障支援運営委員会）、そして西部は当法

人が運営を担っています。開設までの１

ヵ月、４法人と行政で力を合わせて、先

駆的な事業を展開している愛知県半田市

障がい者相談支援センターの視察研修や

週２回の運営会議を実施し、準備を進め

ました。「これまで培ってきた考えや仕事

の仕方をお互いに理解し合おう」「運営に

ついてお互いの考えを出し合い、みんな

で決定していこう」。そのプロセスこそが

大切だったように思います。そして現在、

障害のある人たちの暮らしや活動に関す

る相談をお受けし、解決に向けて一緒に

考え、その内容に応じて事業所や病院、

施設、市民活動団体など必要な関係機関

の情報を提供するなどの業務を行っています。 

 久留米市では、日夜、たくさんの団体や事業者、そして市民の皆さんが障害者の

暮しがより良くなるために力を発揮されています。ところが、バラバラの状態で連

携という点では課題も。皆さんの力が結集したら、つながったら、どんなにか素晴

らしく、心強いことでしょう。そこで、同センターは、まず、さまざまな活動の情

報をしっかり集めて発信し、その中から皆さんの活動を支えるために何ができるの

かを考えていくこと。そして、障害者も誰もが暮らしやすい久留米市になるように、

多くの皆さんが参画できるような仕組みを作っていきたいと考えています。そのツ

ールとして、同センターのホームページには行政、団体、事業者などの活動、研修、

催しといった情報を随時、掲載しています。是非、ご活用ください。 

（常務理事 馬場 篤子） 

久留米市障害者基幹相談支援センターが開設！ 
みんなで、つながろう。ホームページをご活用ください   
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（パンセットの一例） 

当法人は、利用者さんのこれからの生活保障を考えた時、障害年金プラス工賃で、

生活は成り立つのかと議論を続けてきました。就労継

続支援Ｂ型事業所では、一般就労が困難な方を対象に、

生産活動の売上収入から必要経費を除いた額を利用者

さんに工賃として支払うことになっています。地域で

当たり前の暮らしを続けていくために、当法人のグル

ープホームで暮らす利用者さんにとって、月に最低11

万円は必要です。しかし、この金額では嗜好品、被服、

外出の費用などは出ませんので、現在は、ご家族の方

が負担されているのが現状です。 

当法人は「出会いの場ポレポレ」の開所当時から、

パンづくりやお菓子づくりなどの生産活動を中心に取

り組んできました。どんなに障害が重くても、社会人

であれば給料はうれしいもの。旅行や遊びに使えるようにと、利用者さんとスタッ

フは、工賃を増やしていこうと、毎日、生産活動を頑張ってきました。しかし、個

別対応や余暇支援などで活動時間が短くなったり、全員で生産活動に取り組めなく

なったりしている現状があります。工賃は生産活動の売

り上げがなければ支払えませんので、減額もやむを得な

いかなあとスタッフ間で話し合いを重ねましたが、生活

介護の利用者さんを含む全員に、これまで通り工賃を支

払うことに決めました。 

そこで、5 月から「ワンコインパンセット（500 円）」

の予約販売を月に２回から 4 回、実施しています。チラ

シ配りから製造、配達ま

で、みんなで役割を分担

し、近隣の保育園や学校、

企業の皆様にお届けしています。最近では、その新

たな出会いから、保育園児の給食パンやおやつパン

の注文をいただけるようになりました。ポレポレの

パンやお菓子を通じて、人と人が出会い、なおかつ

工賃アップにつながることが私たちの願いです。 

どんなに障害が重くても、利用者さん、スタッフ

みんなが一役を担い、売上を増やすことも人と出会うことも、積極的に進めていき

たいと思います。 

（統括本部長 北岡さとみ） 

利用者さんの工賃を増やしたい。新たなチャレンジへ。   

ワンコインパンセット（５００円）の販売を始めました。 
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今、知的に障害がある人の暮らし方は、施設入所、グループホーム（以下ＧＨ）、

自宅に限られています。しかし、施設入所は国の政策により定員数は減り続けてい 

ますし、ＧＨも厳しい設置要件や乏しい報酬のためにあまり増えていないのが現状

です。ましてや１人暮らしなんて…。.残念ながら、障害がある方にとって、様々な

暮らしを経験し、自分にあった暮らし方を選択できるような状況ではないのです。 

当法人では、ＧＨ設立当初より、ホーム内に体験

宿泊用の部屋を設け、自宅以外での泊まりの経験が

できるように支援しています。また、御井地区では、

平成２７年９月より、利用者さんの住み慣れたＧＨ

から歩いて数分圏内のアパートを借り、世話人やヘ

ルパーが巡回して１人で暮らすことができるよう

に支援をはじめました。現在、生活面での課題や夜

更かしもありますが、仕事に遅刻することもなく生

活できています。今では２名が GH「御井あんだん

て」から１人暮らしに移っています。「１人暮らし

がいい！」と自信あり気に選ぶことができているの

は、大きな成果です。 

 「御井あんだんて」は、７年をかけて、ＧＨに近所の方を招き、支援者・障害当

事者・家族との集いの場をつくり（運営委員会、つむぎの会など）、季節のイベン

トや地域行事などに参加することで地域の人と障害のある方をつなぎ、信頼関係を

築く努力をしてきました。その積み重ねが、家を貸してくれる人、見守りをしてく

れる人など障害のある方の暮らしを応援してくれるサポーターを育んできました。 

今後、国の制度の拡充が期待できない中、障害がある人はサービスだけで豊かな

暮らしを実現することが難しくなるかもしれません。そうなっても、地域で暮らす

ことを応援してくれるサポーターがいて、つないでくれるＧＨのような「小さな拠

点」があれば、自分らしく生きることを選択で

きるに違いないと感じています。 

暮らし方に正解はありませんし、いろんな暮

らし方があっていい。障害があっても、どこで

どのように暮らしたいのかを多くの人が考え、

今しかできない経験を積み重ね、将来の選択肢

を広げて欲しいと思います。そのために地域と

一緒になって、取組みを進めていきたいと考え

ています。 

（本部長 浦川 直人） 

障害がある人の暮らし方を考える 

地域を巻き込み、暮らしの選択肢を広げよう 

 

御井あんだんて 

第 7 回そうめん流し（40 名参加） 

自宅のお気に入りのソファーにて 
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                               貸　借　対　照　表　 （単位 ： 円）

当年度末 当年度末

247,072,565 39,109,218

173,744,142 3,137,817

4,076,462 4,114,800

61,727,713 その他の未払金（3月分水道光熱費・車両費･備品・修繕費等） 5,999,932

396,592 未払費用（職員給料等） 19,896,520

613,872 預り金（社会保険料本人負担分及び前受家賃） 5,960,149

801,571

立替金 70,305

前払火災保険料等               4,016,908 0

　　仮払金 1,625,000 39,109,218

固定資産                            646,089,504

基本財産                            348,752,745 33,192,660

その他の固定資産                    297,336,759 107,104,707

190,870,000

522,885,484

39,357,204

854,052,851

893,162,069 893,162,069

　　　　　　　　　資 金 収 支 内 訳 表 （単位：円） 　　　　　　　　　事 業 活 動 内 訳 表　　 （単位：円）

勘　定　科　目 決　　算 勘　定　科　目 決　　算

障害福祉サービス等事業収入 373,503,602 障害福祉サービス等事業収益 373,503,602

経常経費寄附金収入 1,615,000 経常経費寄附金収益 1,615,000

受取利息配当金収入 37,905 サービス活動収益計(1) 375,118,602

その他の収入(職員からの給食代金等） 3,267,034 人件費 250,903,946

事業活動収入計(1) 378,423,541 事業費 31,463,534

人件費支出 250,903,946 事務費 36,183,884

事業費支出 31,463,534 減価償却費 26,240,799

事務費支出 36,183,884 国庫補助金等特別積立取崩額 -6,113,677

支払利息支出 0 サービス活動費用計(2) 338,678,486

事業活動支出計(2) 318,551,364 就労支援（Ａ型･Ｂ型）事業収益 60,585,123

就労支援（Ａ型･Ｂ型）事業収入 60,585,123 就労支援（Ａ型･Ｂ型）事業費用 61,260,364

就労支援（Ａ型･Ｂ型）事業支出 59,248,882 就労支援事業増減差額（3） -675,241

就労支援事業増減差額（3） 1,336,241 サービス活動増減差額(4)=(1)-(2)+（3） 35,764,875

事業活動資金収支差額(4)=(1)-(2)+（3） 61,208,418 受取利息配当金収益 37,905

施設整備等補助金収入 0 増 雑収益（職員からの給食代金） 3,267,034

固定資産売却収入 50,000 減 サービス活動外収益計(5) 3,304,939

施設整備等収入計(5) 50,000 の 支払利息 0

設備資金借入金元金償還支出 0 部 サービス活動外費用計(6) 0

固定資産取得支出 7,739,365 サービス活動外増減差額(7)=(5)-(6) 3,304,939

施設整備等支出計(6) 7,739,365 経常増減差額(8)=(4)+(7) 39,069,814

施設整備等資金収支差額(7)=(5)-(6) -7,689,365 施設整備等補助金収益 0

積立資産取崩収入 270,000 固定資産受贈額 343,440

サービス区分間繰入金収入 8,952,140 サービス区分間繰入金収益 8,952,140

その他の活動による収入計(8) 9,222,140 特別収益計(9） 9,295,580

積立資産支出 39,000,000 固定資産売却損・処分損 56,050

サービス区分間繰入金支出 8,952,140 国庫補助金等特別積立金積立額 0

その他の活動支出計(9) 47,952,140 サービス区分間繰入金費用 8,952,140

その他の活動資金収支差額(10)=(8)-(9) -38,730,000 特別費用計(10) 9,008,190

当期資金収支差額合計(11)=(4)+(7)+(10) 14,789,053 特別増減差額(11)=(9)-(10) 287,390

前期末支払資金残高(12) 191,758,851 当期活動増減差額(12)=(8)+(11) 39,357,204

当期末支払資金残高（13）＝(11)+(12) 206,547,904 繰 前期繰越活動増減差額(13) 522,258,280

越 当期末繰越活動増減差額(14）=(12)+(13) 561,615,484

活 基本金取崩額(15） 0

動 その他の積立金取崩額(16) 270,000

増 その他の積立金積立額(17) 39,000,000

減 次期繰越活動増減差額

(18)=(14)+(15)+(16)-(17)
522,885,484
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次期繰越活動増減差額                

（うち当期活動増減差額）            

純資産の部合計                      

資産の部合計                        負債及び純資産の部合計              

負債の部合計                        

純　資　産　の　部           

基本金                              

国庫補助金等特別積立金              

その他の積立金                      

未収収益（自立支援費収入2・3月分）            

貯蔵品（就労支援事業にかかる未使用消耗品代）          

仕掛品（就労支援事業にかかる仕掛材料代）

棚卸資産（就労支援事業にかかる手持材料代）                        

固定負債                            

流動資産                            流動負債                            

現金預金                            事業未払金（就労支援事業にかかる材料代等）

事業未収金（就労支援事業にかかる未収売上金等）                      建物屋根防水工事未払金

平成27年度　決算報告書

（自）平成27（2015）年4月1日　（至）平成28（2016）年3月31日

平成28（2016）年3月31日現在

資　産　の　部 負　債　の　部

勘　定　科　目

 

平成 27年度 決算報告 
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決算評議員会・理事会で承認された事業報告の主なものは次の通りです。 

１．法人活動の充実・強化        

(１)行政機関等と連携した法人活動    

当法人の地域づくりに関して、厚労省

（大臣官房社会保障）からの視察があり、

意見交換をしました。      

(２)法人活動の見える化         

ＨＰの随時更新、シャイニング(月２回)、

拓く通信(年４回)、法人の歴史等を著し

た本(600 部)を発行しました。     

(３)意欲ある人材の育成・確保      

意欲高揚に繋がる職員給与規程を改定

するとともに資質向上に資する実務研

修や職階に応じた研修を受講しました。        

(４)通所者・入居者の権利擁護      

苦情解決・第三者委員会(２回)や虐待防

止委員会(１回)を開催し、意識啓発に努

めました。                  

(５)施設・設備の整備等         

カリブ屋上の防水工事等の維持管理や

ＧＨ(５か所)の消防設備を整備しまし

た。    

(６)コミュニティーづくりの推進     

地域食堂・でてこんの・ポレポレ祭りに

加え、新たに地域の方と協働で「やすた

け子ども食堂」「安武そら豆復興作戦」

「安武ほんによかね会」が始動しました。                 

２．生きがい・やりがいのある生活    

(１)本人中心の活動           

きずなの会への支援、新たなアート活動、

地域との混ざり合いのための施設外活

動、ＢＳスイミングスクールと連携した

水泳、健康教室の試行を行いました。    

(２)小集団の旅行、通所補助の継続実施  

相互扶助・思いやりが生まれるような小 

 

集団の旅行、バス・タクシーの送迎支援

を継続して実施しました。 

(３)収益のある生産販売の展開 

①「惣菜処ぽれぽれ」の経営改善 

彩・味等の外観・おいしさに優れた独自

商品づくりや弁当の大口受注の確保等

により売上額の向上に取組みました。 

②そら豆の生産・販売・加工 

10ａから３０ａに生産拡大し、直販等

により全国に発送すると共に、そら豆も

なかの改良、製麺業と連携したそら豆素

麺・かりんとうの開発等に取組みました。 

３．地域生活を送るための体制づくり 

(１)高齢化・重度化の対応 

医療的ケアに対応できるヘルパー養成、

医師・看護師等で構成した安全委員会の

開催、強度行動障害者に対応できる人材

の育成に取組みました。 

(２)システム導入による業務の効率化 

記録用紙の見直し、全ＧＨのパソコンと

ネットワーク化、ケース記録・ヘルパー

指示報告システムの活用を図りました。 

(３）地域密着の暮らしの場づくり 

今後厳しくなる制度を踏まえ、家族の皆

様と共にＧＨ入居者の再配置や支援内

容の見直し、多様な暮らしの場づくり等

について検討しました。 

４．障害者に着目した支援 

｢ひめの会｣等、障害児・家族が主体とな

った活動、障害児の体験宿泊、医療的ケ

アを要する居宅介護等を支援しました。 

５．当事者･支援者･地域を繋ぐ相談支

援 

（法人事務 林 暉宏） 

平成２７年度  事業実績 
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（アマゴの養殖施設） 

 「限界集落に行きましょう」と声を掛けて、ポレポレ倶楽部と安武町の皆さん総

勢２７人がバスに乗り込んだのが早朝６時半。目的地の愛媛県愛南町クイズで研修

旅行がスタートしました。お蔭で、「スーパーはある？」「人口はどのくらい？」「産

業は？」など、限界集落と言われる愛南町について学び、意識をもって目的地に向

かうことができました。荒波のフェリーにも耐え、長時間のバス旅行にも耐え、山

道を進んでお城のような温泉施設に到着したのは午後３時過ぎでした。 

  早速講話。講師の長野先生は、４５歳の

精神科のお医者さんで、平成１９年４月に

NPO法人「ハート inハートなんぐん市場」

を立ち上げ、障害者とともに町興しをして

いる方でもあります。人は減る、スーパー

は減る、医者も減る、産業も厳しい、の現

実に出会って、福祉関係者だけでは限界が

ある、みんなで町興しに取り組もう、と奮

起。アンケートを実施することから始め、それを一つひとつ形にしていったことが

柔らかな語り口で伝えられました。「地域資源循環」をキーワードに、温泉施設を

作り、旬の食材を堪能できるバイキングの実施、アボカドの栽培、椎茸の加工、ア

マゴ・牡蠣の養殖などへ。「地域の人を大切にした産業を、多様な人が誇りを持っ

て、多様な関わり方を続けることができるような産業を追求しました。生きる場を

作り続けること、あきらめないこと、懐かしい未来へ、僕らは希望を創りたいので

す」と、吸い込まれるようなお話でした。 

夜は早速、その温泉とバイキングを堪能。

囲炉裏のあるログハウスで長野先生の包丁

さばきによる鰹のたたきもあり、翌日の見

学では、広大なアボカド畑や豊かな川の流

れを生かしたアマゴの養殖場にただただ驚

くばかりでした。牡蠣もふっくらと大きく、

干し椎茸も見事で、みんなの荷物も増える

ばかりだったのは見事。帰りは車中、時々眠りながらも“行ってよかったな”の思

いしきり。 

愛南は、地域の強みを生かしながら若者が参加していく産業があり、多様な人が

集える場があり、自然に混ざり合って生きていけるような町でした。そんな町のよ

うに我等の町を育てていくにはどうしたら良いのだろうか、とバスの揺れの中で思

ったものでした。                   （担当 江上 法子） 

限界集落「愛南町（愛媛県）」へ視察に行きました。 

温泉、アボカド、地域資源を活かしてまちづくり！ 
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８月３日、午後 5 時 30 分より出会いの場ポレポレにて、愛媛県愛南町の視察研

修に参加された皆さんにお集まりいただき、お弁当を食べながら反省会を行いまし

た。話し合いのテーマは、「誰もが元気がでるまちに」「若者が移住したくなるまち

に」「夢がひろがるまちに」。皆さんのお話には、先日の愛南町の取り組みを思い出

しながら、「20 年後に安武町が限界集落にならないように、今、みんなで力を合わ

せて何かをしよう」「まずは一緒にやることから、チャレンジを始めよう」との思

い、意気込みが感じられました。次々にアイデアが飛び出します。「ログハウスを

建てよう」「子どもが遊べるように芝生にしよう」「名物が必要。石釜でピザを焼い

たら？俺が作るよ」「お金はどうする？」「会社組織を作らなくても良いのでは」「資

金が必要だから安武町の企業家を集めないと」「回覧板で一緒にやる人たちを募ろ

う」。どんどん盛り上がって、あっという間に 9 時過ぎになりました。特に若者た

ちは夢がふくらんで、「安武町に来たくなるような、でっかいこと、やらなきゃ。

そしたら車が何十台もとまるような駐車場も必要になる」と、大きな夢を描いて２

次会へ。今後も話し合いを重ねて、「何か」をみんなで創ることになったらいいな

あ。愛南町の視察研修は、安武の町づくりにとって大きな一歩になりそうです。  

（常務理事 馬場 篤子） 

 8 月 1 日、安武八幡神社の重要な例祭、夏祭りが今年も催されました。かつては

盆踊りやカラオケ、露店が出て、大いに賑わっていました。しかし、時代の流れと

ともに地域のつながりが少なくなってきたことから途絶え、参拝をするだけのさび

しい状況になっていました。 

そこで、当法人は、安武町の人々が無病息災

を願う気持ちは昔も今も変わらないことから、

町の賑わいを取り戻し、子どもたちの居場所づ

くりを目指して夏祭りを盛り上げたいと奮起。

今年は「たこ焼き」や「かき氷」を地域の方と

協力して販売しました。当初、来場者は少ない

のではと心配しましたが、今年はチラシを作成し宣伝活動を行ったことで予想以上

の来場者数となりましたし、地域の方々も積極的に参加され、初めての取り組みで

したが、賑わいを創りだすことができたと思います。 

今後も安武町を盛り上げていく「仲間」として、地域行事に積極的に参加し、地

域の方々の取り組みにさらに協力していきたいと思いました。 

                          （担当 児玉 元気） 

安武八幡神社 夏祭りに出店 

僕らも仲間として、安武をもっと盛り上げたい！ 

愛南町視察の反省会 
安武町に来たくなるような「でっかいこと」、やらなきゃ！ 
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今年でポレポレ祭りは第１５回を迎えます。私たちは、これまでの祭りを通して、

いろんな人と出会ってきました。今回は、参画してくださる方々一人ひとりが持つ

アイデアやスキル、個性などの力が湧き出るような新しい祭りを創りたいと考えて

います。昨年好評の「錦鯉の釣り堀」を中心に、子どもたちが参画して作る「子ど

も広場」、会場ではどんな障害に対しても配慮ができるような掲示・通路作り、バ

ザーには新たに当法人の事業所やグループホームのある御井町の方々の参画など、

この祭りを通してつながりをどしどし広げることで、様々な混ざり合いが生まれる

よう願っています。 

 また今回も、被災地・東北の方々に６年続けて祭りに参加していただく予定です。 

そして今年、地震で甚大な被害を受けた熊本県の方々もお招きし、２つの震災を通

して、私たちが日頃から何を備えるべきか、みんなで学べる場を設けたいと思って

います。随時、広告・協賛・ボランティアを始め、バザー材料のご提供、ガレージ

品の募集をしていますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 （ポレポレ祭り実行委員長 前田 力哉） 

 

 

 

 

 

 

 

１１月、ポレポレ祭りにご協力をお願いします 

～湧き出る力☆みんなで創ろう～ 
 


